
 

Osaka Gakuin University  2018-19 Fall Semester 

Japanese Communication Skills 
(Upper-Intermediate) 

 

Instructor： Masumi Isomi 
 

Email:  

Class time:  Monday 12:50-14:20 

Subject code : 1051 

 

Course Outline 

 

This is a Japanese conversation class aimed at Upper Intermediate 

level speakers. Students will learn practical Japanese which they can 

use in their everyday lives through practicing in roleplays and 

interactive situations in this class.  

Additionally, This class aims for students to gain the ability to express 

their experiences and thoughts in a clear and logical order through 

activities such as discussions and roleplays. 

 
 

Resources 
 

Handouts will be supplied by the instructor 

 

 

 

Homework  
 

Homework will be assigned by the lecturer.  

 

 

 

 

 

 

Attendance 

 

Complete attendance is expected. If absences are over one third, then 

a grade will not be given. If a student is absent they must contact the 

teacher. Being late 3 times will count as one absence.  

 

Evaluation  

 

This class will graded as follows:  

Students are expected to actively participate in this class, as well as 

completing homework assignments  

 

  Participation in class           30% 

  Degree of communication           20％         

  Presentation                 50%  

                                 

Schedule 

 

The schedule below may change depending on circumstances not 

limited to: Class size, level, advancement and others.  

 

Class 1:    Greetings and introductions  

Class 2:    Japanese speech style  

Class 3:    Asking a favor 

Class 4:    Explanations 

Class 5:    Making up a story 

Class 6:    Roleplay Presentations 

Class 7:    Exchanging views 

Class 8:    Debating 

Class 9:    Research Project 1 

Class 10:  Research Project 2 

Class 11:  About youth   

Class 12:  Education 

Class 13:  Language matters 

Class 14:  Between cultures 

Class 15:  Speech Presentations 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

大阪学院大学 2018-19 秋学期 

日本語会話（中上級） 
 

担当教員：磯見真澄 （いそみ ますみ） 
 

Email:  

授業時間：    月 12:50-14:20   

Subject code :  105１ 

 

コース概要 

 

このクラスは、中上級の学習者に向けた会話のクラスである。 

授業では、機能または場面別による会話練習やロールプレイを行い、日常生活の

中で使える実践的な日本語を身につけるとともに、ディスカッションやスピーチ

を通して、自分の体験や考えを順序立てて論理的に話す能力を身につけることも

目標とする。 

対象：中上級の学生 

 

使用教材 
 

プリント配布 

 

課題／宿題 
 

この授業では随時課題を出す。課題を期限までに提出すること。 

 

出席 

 

出席が求められる。欠席する場合は必ず連絡すること。出席が３分の 2 以下にな

った場合、成績は出ない。また遅刻３回で欠席１回とする。 

 

 

評価 

 

評価
ひょうか

は以下の項目によって行われる。 

この授業では授業への積極的
せっきょくてき

な参加が求められる。課題
か だ い

を行い、授業で積極的

に発言を行うことが必須である。 

 

  授業への参加度      ３0% 

  授業での発言       ２０％         

  発表               ５0% 

                                 

スケジュール 

 

以下のスケジュールは学生の人数、レベル、進捗状況及びその他の事情によって

変更する可能性がある。 

 

第 1 回   あいさつ＆自己紹介 

第 2 回     日本語のスピーチスタイル   

第３回    依頼する 

第４回    説明する 

第５回    お話を作る 

第６回    ロールプレイ発表会 

第７回    意見交換 

第８回    ディベート 

第９回    リサーチプロジェクト１  

第１０回     リサーチプロジェクト２    

第１１回   若者について 

第１２回   教育について 

第１３回   日本語の問題について 

第１４回   文化の間で 

第 15 回     スピーチ発表会 

 

 

 

 

 
 

 


